
 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
区議会通知
庶務担当課長会
新型インフルエンザ
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（雇用事務用）
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）
政策決定会議
選挙、投開票事務従事
組合要求
総合庁舎鍵借用書
他課からの依頼
他課への依頼
庁内通知
被服貸与申請等
祐天寺保育園
継～一時保育登録者
継～園児にかかる情報の紛失
継～会計課金庫室使用
継～環境管理マニュアル
継～行幸啓
料金後納郵便差出票
事故処理の手引き
東京都目黒区後援名義等使用承認
常～環境管理マニュアル
常～金銭出納員、現金取扱員及び物品出納員の任免
常～実施計画
常～図書券受払簿
生活安全
常～委員会資料
常～会議室利用予定表
常～外国語協力職員名簿
常～寄付物件
常～区議会公約要望調査
常～施策情報研究会
常～総合庁舎鍵借用依頼書
通訳・翻訳依頼書
会議等資料
機器修理報告書
調定収入通知書（開示請求開示書類複写代金収入）
常～ホームページ
窓口サービス改善
世論調査
常～メールマガジン
保健福祉サービス苦情調整委員
区民の声１０月～３月
区民の声４月～９月
区報掲載依頼
区民の声課からの通知
広聴パスワード申請
広報課からの通知
取材依頼・マスコミ対応
情報公開
常～区政功労者表彰
常～保育園関係者表彰
常～職員表彰
めぐろ子どもスマイルプラン１
職員定数・職員人員調査
常～子ども総合計画
常～組織及び人員要求
基本計画
区立保育園のあり方検討
常～「行財政改革大綱」・関係通知・調査
常～めぐろ実行プラン２００４
常～環境マネジメントシステム記録及び様式
常～環境マネジメントシステム文書
常～指定管理者制度
業務継続計画
常～ISO１４００１認証取得
常～エコアクションプログラム
常～基本構想、基本計画、改定
常～苦情処理制度
常～契約実態に関する調査結果
常～男女平等・共同参画推進計画
常～地域福祉計画
常～地域防災計画
常～保育サービス第三者評価
常～保育行動計画検討会
常～保育所定員
常～保健医療福祉計画
常～目黒区子ども条例
常～目黒区女性計画
情報課推進計画
特定事業主行動計画
環境保全課からの通知
学校改革

保育課 共通 庶務

公聴・窓口サービス

表彰

組織計画
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～インターネット情報管理
情報課からの通知
常～ＬＧＷＡＮ
情報セキュリティ監査
常～個人情報目的外利用
常～個人情報審議会
常～個人情報業務登録票・個人目録
常～ｉー子育てネット
他課からの通知
情報課調査
常～イントラネット用パソコンの運用に関する協議について
常～個別システム開発・設置申請書
常～住民記録系オンラインシステムに係るアクセスログの取得開始について
常～所属コード
常～電算担当者の指定について
常～電子計算処理の手引き
常～電子申請
常～保守完了報告書
ＩＴリーダー
常～とうきょう福祉ナビゲーション
危機管理責任者の選任
東北関東大震災
地域防災計画見直し
常～防災被服貸与
常～特別区災害時相互協力協定
常～特定非常災害の被害者特別措置
常～定期通信訓練
常～災害対策用ＰＨＳ資料
危機管理対応訓練
防災課からの通知
継～危機管理指針
常～例規検索システムの手引き
常～ファイリングシステム（手引き含）
文書通知
料金後納郵便差出票
常～電磁的記録簿総合目録（平成１５年度～）
公印取扱主任命免報告書
郵便切手交付
常～ファイル基準表(第二ひもんや保育園）
常～ファイル基準表（長期保存文書）
常～保存箱引継票
継～ファイル基準表（平成１４年度）
継～ファイル基準表（平成１５年度）
継～ファイル基準表（平成１６年度）
継～ファイル基準表（平成１７年度）
条例・規則の改正
常～介護休暇
常～立案請求の事例
継～情報公開の手引き
継～東京都目黒区行政手続条例手引き
常～ルーズリーフ式帳簿申請
継～目黒区光化学スモッグ緊急時対策実施要綱
人事通知
職員定数・所要人員調査
庶務事務システム庶務担当者設定依頼書
勤務証明
任期付職員　再任用・再雇用職員・中途採用
人事課調査・回答
常～保育園用務職員病欠代替実施要領
常～保育園事務手引書（出勤簿表示）
常～目標によるマネジメント制度
常～昇任試験通知
常～事務引継書
常～勤務を要しない日割振り通知
再任用・再雇用
業務災害給付請求書
常～庶務・給与手引き等
常～職員の旧姓使用承認申請
常～人事異動通知
常～兼務発令
常～保育所職員定数・現員表
飲食届
事故報告
育児短時間勤務制度
休暇申請書
常～育児休業取扱・育児時間の取扱
常～勤務時間の適正化
常～子の看護休暇の対象となる子の確認表
常～保育園職員勤務時間割り振り
兼業許可申請書
給与減額免除申請
給与減額免除申請簿
欠勤・遅刻・早退届
出退勤時刻データ修正記録簿

保育課

ファイル基準表

共通

電算

防災

例規・要綱

人事 人事全般

人事配置

服務

文書 文書全般
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
職務専念義務免除申請
非常勤職員年次休暇簿・休暇簿
継～事故報告
継～服務の手引
在庁理由入力記録簿
時差出勤利用申請書
休業補償給付支給請求書・休業特別支給申請書
労働者災害補償保険にかかる証明
常～出産予定報告書・育児休業承認請求書・育児短時間勤務承認請求書
常～保育園病休者一覧表及び診断書
職員団体役員名簿
職員団体の申し入れ
職員団体構成員通知
公務災害認定請求書
通勤災害認定請求書
地方公務員災害補償治ゆ報告書の提出について
第三者行為災害届
給与支出科目別内訳表（７～９月）
職員給与等追給・戻入
常～給与通知等
常～旅費事務の手引き
給与通知等
常～給与事務の手引き
給与支出科目別内訳表（１～３月）
給与支出科目別内訳表（１０～１２月）
給与支出科目別内訳表（４～６月）
非常勤・臨時職員実績報告内容確認及び賃金等仕訳書（１月～３月）
非常勤・臨時職員実績報告内容確認及び賃金等仕訳書（１０月～１２月）
非常勤・臨時職員実績報告内容確認及び賃金等仕訳書（７月～９月）
非常勤・臨時職員実績報告内容確認及び賃金等仕訳書（４月～６月）
【保育課・保育園分】時間外勤務実績表（１０月～１２月）
【保育課・保育園分】時間外勤務実績表（１月～３月）
【保育課・保育園分】時間外勤務実績表（４月～６月）
【保育課・保育園分】時間外勤務実績表（７月～９月）
雑給確認リスト（４月～３月）
雑給支給仕訳書（４月～３月）
職員給与チェックリスト（４月～３月）
旅行命令簿
保育園時間外勤務手当配当額通知書
通勤手当認定簿（異動分）
人事課への依頼文
事務引継超過勤務(旅行命令)
常～通勤手当認定経路一覧表
常～超過勤務手当
常～通勤手当認定簿（在課分）
園あて通知(任用)
任用選考結果
任用選考通知
公募
常～非専務的非常勤職員嘱託医
継～非常勤職員配置資料
非常勤職員予算関係
常～非常勤職員要綱及び事務取り扱い資料
常～非常勤職員履歴書
非常勤派遣員出勤状況報告
非常勤職員研修関係
非常勤職員名簿
継～入所児童（者）処遇特別加算
継～非常勤（子育てひろば相談員）参考選考
継～非常勤（保育指導補助員）採用選考
継～非常勤職員　健康診断・検便
継～非常勤職員　保育園・職員団体からの要望書及び確認書
継～非常勤職員に関する調査
継～非常勤職員給食調理派遣員取り扱い及び派遣記録
継～非常勤職員懸案事項
常～非常勤職員職設置・変更・廃止申請書兼承認書／専務的非常勤職員取
扱要領
非常勤採用選考（保育園職員）
専務的非常勤職員任用申請（平成２０年５月１日以降）
非常勤職員選考（保育課職員）
継～非常勤職員任用変更
継～非常勤職員任用変更
継～非常勤職員登録者履歴書
継～非常勤職員職設置・変更・廃止承認（～平成１０年度）
継～再任用職員の服務の取り扱いについて
保育園定員弾力化に伴う非常勤職員の配置について
非常勤職員任用・勤務態様変更・退職
非常勤職員の報酬（６月・７月）
非常勤職員の報酬（８月・９月）
非常勤職員勤務実績
非常勤職員の報酬（２月・３月）
非常勤職員の報酬（４月・５月）
非常勤職員報酬等追給・戻入
非常勤職員の報酬（１０月・１１月）

保育課

会計年度任用職員

非常勤職員 非常勤全般

非常勤任用

非常勤給与

人事

服務

保育園服務届

給与全般

超過勤務・旅費
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
非常勤職員の報酬（１２月・１月）
専務的非常勤健康診断（更新）
専務的非常勤再任用（更新）申込書・承諾書
非常勤職員更新事務
非常勤職員意向調査
専務的非常勤再任用（更新）推薦書・評価書
電子申請臨時職員登録申込兼履歴書
臨時職員採用選考
常～東京都福祉人材センター求人情報
常～臨時職員のＩＣカード登録（情報化推進委員会審議）
臨時職員登録状況
常～東京労働局
常～履歴書（臨時職員）
臨時職員各種証明書
臨時職員調査・回答
特例保育状況報告書
臨時職員についての区報等原稿
臨時職員関係通知
臨時職員雇用予定調査
臨時職員募集
継～電子申請
継～臨時職員に関する要綱
継～臨時職員求人関係書類（ハローワーク）
継～臨時職員事務処理手順
常～東京都補助金資料

雇用計画書 雇用計画書
雇用承諾書兼勤務条件明示書（１２・１月分）
雇用承諾書兼勤務条件明示書（１０・１１月分）
雇用承諾書兼勤務条件明示書（６・７月分）
雇用承諾書兼勤務条件明示書（２・３月分）
雇用承諾書兼勤務条件明示書（４・５月分）
雇用承諾書兼勤務条件明示書（通年雇用産休・育休代替職員）
雇用承諾書兼勤務条件明示書（８・９月分）
雇用カード・履歴書（中目黒～祐天寺）
雇用カード・履歴書（中央町～第二ひもんや）
雇用カード・履歴書（駒場～上目黒）
雇用カード・履歴書（ひもんや～八雲）
雇用カード・履歴書(通年雇用産育休代替)
臨時職員雇用決定書（産育休代替）
臨時職員雇用決定書（子育てひろば）
臨時職員雇用決定書（産育休以外）
臨時職員雇用における人事課協議
臨時職員退職届
雇用決定書（人事課執行委任分）
人材派遣支出(１月～３月）
人材派遣支出（１０月～１２月）
人材派遣支出（４月～６月）
人材派遣支出（７月～９月）
常～派遣業者選定（プロポーザル方式）
常～派遣業者選定（資料）
人材派遣委託業者資料
人材派遣選定会議
人材派遣全般
派遣先管理台帳・労働者派遣通知書
常～派遣契約
人材派遣依頼
常～人材派遣評価
賃金支出命令書・収入通知書（控え）（１０月～３月）
賃金支出命令書・収入通知書（控え）（４月～９月）
臨時職員賃金口座振替依頼書（４月～９月）
臨時職員賃金口座振替依頼書（１０月～３月）
臨時職員賃金の支払いについて
給与振込明細一覧表
社会保険料
出勤簿（１０月～１２月）
出勤簿（１月～３月）
出勤簿（４月～６月）
出勤簿（７月～９月）
常～みずほ銀行届出書
産休・育休代替臨時職員雇用実績報告書
源泉徴収票等の法定調書
賃金報酬支払台帳（検診分）
保育課賃金支払台帳
支出命令書（職場研修）
職場研修・派遣研修
支出命令書（派遣研修）
研修・巡回指導支払調書作成台帳、賃金・報酬支払台帳
研修通知
研修案内
保育園安全衛生委員会活動記録・職場環境測定報告
よりよい職場づくりのための改善策実施
よりよい職場作りＰＴ
安全衛生委員会通知
安全衛生協力員任命通知書

保育課

研修福利厚生 研修

安全衛生委員会

臨時職員 臨時職員全般

承諾書

雇用カード

雇用決定書

人材派遣

賃金の支出

賃金支払台帳

非常勤職員

非常勤給与

非常勤更新
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
安全衛生研修会
事務所安全衛生委員会連絡会
職場環境測定
保育園安全衛生委員会
保育園安全衛生委員会活動記録
保育園安全衛生委員会独自活動
衛生管理者推薦
保育園安全衛生委員会講習会・講演会
支出負担行為兼支出命令書（報償費）
安全衛生関連物品購入
安全衛生委員・安全衛生推進者・安全衛生協力員推薦
継～安全衛生委員会資料
本庁舎安全衛生委員会
労働衛生週間の取組み
労働衛生週間スローガン募集
健康管理通知
福利通知・調査回答
常～部局別政策課題調査及び重点化対策事業調査
常～事務事業見直し
常～財務通知（予算執行・契約・支出）
継～保育園の金銭出納簿の記載について
継～物品名鑑
継～主要事業に係る進捗状況の公表
備品関連情報
財務通知（予算・決算・監査）
施設課への見積依頼
継～一般財源等把握調査及び５か年歳入歳出見込調査
常～区民のための予算ハンドブック校正
当初予算要求
補正予算（第３号）
補正予算（第２号）
補正予算（第１号）
当初予算要求事項説明
常～予算要望書
予算流用　根拠資料
予算流用（節内・節間）・予備費充用
収入未済繰越
予定額増減書
科目更正書
科目新設
減額執行委任申請書兼決定書
執行委任申請書兼決定書
予算流用　根拠資料
収支予定表
主要な施策の成果等報告書
継～保育所運営経費・モデル一人当たり月額
各会計決算説明資料の作成
庁外施設監査
随時監査
財政援助団体等監査
行政監査
定期監査資料
包括外部監査
添付文書管理票・見積書・納品書（子育て支援、ひろば分）（１月～３月）
添付文書管理票・見積書・納品書（子育て支援、ひろば分）（４月～６月）
添付文書管理票・見積書・納品書（子育て支援、ひろば分）（７月～９月）
添付文書管理票・見積書・納品書（修繕）
添付文書管理票・見積書・納品書（修繕費）
添付文書管理票・見積書・納品書（年間契約分）
添付文書管理票・見積書・納品書（備品）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園１０月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園１１月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園１２月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園５月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園６月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園７月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園８月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園９月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育課分）
年間契約
年間契約依頼書
年間契約支出負担行為書
備品契約依頼書（子育て支援・ひろば分）
業務改善提案型契約方式
契約通知
債権者登録申請書及び変更届
廃棄物処理票
（企業名）請求額の支出について
長期継続契約
布団打直し、布団カバー買替え等
契約依頼書（インフルエンザ対策）
契約依頼書（需用費ほか）
契約依頼書（修繕）
契約依頼書（備品）

保育課

契約 契約全般

研修福利厚生

安全衛生委員会

福利健康管理

財務 財務全般

予算編成

予算執行

決算

監査
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
契約依頼予定書（年間契約）
検査調書
支出負担行為書(備品）（子育て支援・ひろば分）
支出負担行為書（子育て支援・子育てひろば分）
支出負担行為書（修繕）
支出負担行為書（備品）
支出負担行為書（保育園分）（１０月分）
支出負担行為書（保育園分）（１１月分）
支出負担行為書（保育園分）（１２月分）
支出負担行為書（保育園分）（１月分）
支出負担行為書（保育園分）（２月分）
支出負担行為書（保育園分）（３月分）
支出負担行為書（保育園分）（４月分）
支出負担行為書（保育園分）（５月分）
コット購入
砂場用砂等購入
図書の斡旋
支出負担行為書（保育園分）（６月分）
支出負担行為書（保育園分）（７月分）
支出負担行為書（保育園分）（８月分）
支出負担行為書（保育園分）（９月分）
支出負担行為書（保育課分）
消耗品契約依頼書（子育て支援・ひろば分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（１０月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（１１月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（１２月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（１月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（２月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（３月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（４月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（５月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（６月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（７月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（８月分）
消耗品契約依頼書（保育園分）（９月分）
消耗品契約依頼書（保育課分）
早期契約依頼
添付文書管理票・見積書・納品書(備品）(子育て支援・ひろば分）
添付文書管理票・見積書・納品書（委託料）（１０月から１２月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（委託料）（１月から３月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（委託料）（４月から６月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（委託料）（７月から９月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（工事請負費）（１０月～１２月）
添付文書管理票・見積書・納品書（工事請負費）（１月～３月）
添付文書管理票・見積書・納品書（工事請負費）（４月～６月）
添付文書管理票・見積書・納品書（工事請負費）（７月～９月）
添付文書管理票・見積書・納品書（子育て支援、ひろば分）（１０月～１２月）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園１月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園２月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園３月分）
添付文書管理票・見積書・納品書（保育園４月分）

施設維持・管理契約 契約依頼書（委託料）
施設維持・管理契約 シルバー　保育園施設巡回点検票
施設維持・管理契約 契約依頼書（工事請負費）
施設維持・管理契約 契約依頼書（使用料・賃借料）
施設維持・管理契約 契約依頼書（役務費）
施設維持・管理契約 支出負担行為書（委託料）１０～１２月分
施設維持・管理契約 支出負担行為書（委託料）１～３月分
施設維持・管理契約 支出負担行為書（委託料）４～６月分
施設維持・管理契約 支出負担行為書（委託料）７～９月分
施設維持・管理契約 支出負担行為書（一般需用費）
施設維持・管理契約 支出負担行為書（工事請負費）１０～１２月分
施設維持・管理契約 支出負担行為書（工事請負費）１～３月
施設維持・管理契約 支出負担行為書（工事請負費）４～６月分
施設維持・管理契約 支出負担行為書（工事請負費）７～９月分
施設維持・管理契約 支出負担行為書（使用料・賃借料）
施設維持・管理契約 支出負担行為書（役務費）
施設維持・管理契約 契約依頼書（一般需用費）

支出負担行為兼支出命令書（公共料金）
電話料金
人材派遣職員に係る旅費
携帯電話
公共料金　（検針票等）
公共料金内訳書
常～加入電話利用休止等通知
常～電気事業者
常～東京電力
切手の購入（保育園使用分）
支出負担行為書（求人広告）
おむつ借上げ
第二上目黒保育園賃借料
上目黒保育園土地賃借料
支出負担行為兼支出命令書（使用料・賃借料）
教材費の支出

保育課

契約 契約全般

支出 役務費・光熱水費支出

使用料・賃借料支出

一般需用費支出・調定
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
追録
用品配給請求書（保育園分）（４月～６月）
用品配給請求書（保育園分）（１月～２月）
用品配給請求書（保育園分）（１０月～１２月）
用品配給請求書（子育て支援ひろば分）
用品購入請求伺（保育課分）
振替命令書（保育課分）
振替命令書（保育園分）（７月～９月）
振替命令書（保育園分）（４月～６月）
振替命令書（保育園分）（１月～３月）
振替命令書（子育て支援・ひろば分）
振替命令書（保育園分）（１０月～１２月）
用品配給請求書（保育園分）（７月～９月）
支出命令書（保育園分）（６月分）
支出命令書（保育園分）（４月分）
支出命令書（一般需用費）
支出命令書(備品購入費）（子育て支援事業・子育てひろば分）
支出命令書（インフルエンザ対策）
支出命令書（委託料）
支出命令書（保育園分）（８月分）
支出命令書（保育園分）（９月分）
支出命令書（保育課分）
支出命令書（役務費）
清算命令書
年間契約支出命令書
支出命令書（保育園分）（３月分）
支出命令書（保育園分）（２月分）
支出命令書（保育園分）（１月分）
支出命令書（保育園分）（１２月分）
支出命令書（保育園分）（１１月分）
支出命令書（保育園分）（１０月分）
支出命令書（備品購入費）
支出命令書（追録）
支出命令書（追給・戻入）
支出命令書（切手）
支出命令書（修繕）
支出命令書（使用料・賃借料）
支出命令書（工事請負費）
支出命令書（教材費分）
支出命令書（一般需用費）（子育て支援事業・子育てひろば分）
支出命令書（保育園分）（５月分）
支出命令書（保育園分）（７月分）
常～２３区の状況
常～　３．１１対応
放射能測定器校正作業報告書
東京電力放射線賠償
常～報道資料
常～保育者対応
常～保育者意見
常～保育園対応
常～水道対応
常～　国・都通知・発行物
常～議会
常～区民の声（放射能）
常～震災対策特別委員会
常～空間放射線
常～各園測定
常～コンクリート・第二ひもんや
主要食材検査
使用前食材検査
常～保護者等測定申込
常～食材の検査（主要食材）
食育食材検査
常～延長保育定員・職員配置
継～近隣対応
常～東京都保育士試験実施要綱
常～保育所に関する調査・配付物
常～「地域主権改革」による児童福祉法改正資料
緊急生活支援（待機児世帯）給付金
休日保育（夏期節電対策）
常～保育制度資料
継～裁決書謄本
継～苦情について
常～細菌性赤痢に係る対応（通知・検便等）
常～事故処理
常～自己情報開示請求
常～第二種社会福祉事業開始届（利用者支援事業）
父母の会
給食調理業務委託
常～O-１５７に関する通知・資料
常～区職労保育園支部
東京都事故報告
保育全般
常～保護者へのお知らせ

保育課

放射能対策 放射能対策全般

放射能測定

保育課共通 保育全般

支出

一般需用費支出・調定

用品

支出命令書
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
都・他団体からの通知
園、掲示依頼ポスター・チラシ
園長会
公私立保育園・認証保育所・保育室・家庭福祉員への配布物
継～２時間延長保育
常～麻疹発生に伴う対応
卒園式
春の遠足
芋掘り遠足
お別れ遠足
継～保育園行事利用施設資料
継～保育園行事全般資料
継～保育園行事使用物品資料
継～保育園行事懸案事項
七夕
もちつき
運動会
目黒区管外保育利用児童に係る副食費助成実施要綱
常～目黒区家庭的保育事業等運営費等補助要綱
継～賄費事務取扱要綱
常～延長保育スポット利用実施要綱
常～延長保育実施要綱
常～給食調理員代替職員派遣要領
常～長時間保育実施要綱
常～認可外保育施設等保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱
常～年末保育実施要綱
常～派遣保育士代替非常勤職員
常～目黒区医療的ケア児支援事業補助金交付要綱
常～目黒区教育・保育に係る利用者負担額等の減額等に関する要綱
常～目黒区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
常～目黒区保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
常～目黒区保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付要綱
常～目黒区保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱
常～賄費事務取扱要綱
目黒区保育所園長会要項
保育力強化事業補助金交付要綱
緊急生活支援（待機児世帯）給付金支給事業実施要綱
常～非常勤職員取扱要領
継～私立保育所及び母子生活支援施設整備費補助要綱
継～乳幼児健全育成相談事業実施要綱
常～新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業補助金交付要綱
常～目黒区携帯サイト
ホームページの変更の申請について
メールマガジンの配信について
継～ホームページ原稿
継～ホームページ修正等原稿
常～ホームページの修正等の作業について

会計検査 会計検査院　実地検査（２９年度分）
医療的ケア児支援事業
医療的ケア児保育支援モデル事業
居宅訪問型保育サービス利用支援事業
現任保育従事職員資格取得支援事業
細菌性赤痢に係る対応（ベビーシッター利用料助成）
財務情報等公表
子ども・子育て支援交付金
子供家庭支援区市町村包括補助事業
宿舎借上げ支援事業　統計等資料
宿舎借上げ支援事業補助金　（区）【交付申請】依頼・決定・支出
宿舎借上げ支援事業補助金　（区）【実績報告】依頼・確定・戻入
宿舎借上げ支援事業補助金　【変更交付】　添付資料
処遇改善等加算
消費税仕入控除税額の報告
賃借料補助事業
保育サービス推進事業
保育士修学資金貸付等事業
保育士等キャリアアップ補助金　交付決定・支出
保育士等キャリアアップ補助金（都）
保育従事職員等処遇改善事業補助金　交付決定・支出
保育所等における児童の安全対策強化事業
保育対策総合支援事業費補助金 （宿舎借り上げ国庫対象分、改修費等支援
（加速化プラン参加）
保育力強化事業
宿舎借上げ支援事業補助金　【所要額調査】
国・都　補助金関係予算概要
対応実施外補助事業　要綱・資料等
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業補助金
児童福祉施設等設備災害復旧費補助金
保育所等利用多子世帯負担軽減事業
保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金
感染症（麻疹）に係る対応（ベビーシッター利用料助成）
地域における保育力アップ推進事業
宿舎借上げ支援事業補助金　（区）【変更交付申請】依頼・決定・支出
宿舎借上げ支援事業補助金　（都）【交付・変更交付・実績・請求・返還】
宿舎借上げ支援事業補助金　【交付申請】　添付資料

保育課

保育課共通 保育全般

行事

保育課制定要綱

保育課ホームページ

補助事業

8／29



 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
宿舎借上げ支援事業補助金　【実績報告】　添付資料
ＩＣＴ化推進事業
常～毎月勤労統計調査
エネルギー消費統計調査
民間からの調査
保育園への調査
特別区からの調査
東京都福祉保健局通知・調査・回答（４～９月）
東京都福祉保健局通知・調査・回答（１０～３月）
東京都福祉改革推進事業
東京都からの調査
都区財政調整に伴う数値等の調査
監査事務局からの調査
区議会事務局からの調査
厚生労働省からの調査
広報課からの調査
財政課からの調査
他課からの調査（１０月～１２月）
他課からの調査（１月～３月）
他課からの調査（４月～６月）
他課からの調査（７月～９月）
他区市町からの調査
東京都福祉保健局からの調査
施設調査書（祐天寺～八雲）
施設調査書（駒場～中町）
施設調査書
継～東京都福祉保健局検査実施記録
第三者評価
継～東京都福祉保健局業務報告取扱要領
東京都福祉保健局検査通知・検査結果
地域児童福祉事業等調査
継～東京都福祉改革推進事業
継～補助金用障害児資料
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業（旧東京都保育士研修等事業等補
助金）
子どものための教育・保育給付費補助金
常～子育て支援基盤整備包括補助事業（学校１１０番）
常～社会福祉施設等耐震促進事業
食育推進活動支援事業費補助交付金
東京都産休等代替職員費都費補助金
東京都地域福祉推進区市町村包括補助事業（第三者評価）
東京都福祉保健基盤等区市町村包括補助事業（通知、協議、申請等）
保育緊急確保事業（通知、協議、申請等）
現任保育従事職員資格取得支援事業
次世代育成支援対策交付金
東日本大震災災害復旧費補助金
延長保育利用状況報告（１０月～３月）
延長保育利用状況報告（４月～９月）
継～子育て支援基盤整備包括補助事業（学校１１０番）
継～東京都地域における保育力強化推進事業
常～認可書田道保育園
常～認可書中目黒保育園
常～認可書南保育園
常～認可書八雲保育園
常～認可書ひもんや保育園
常～認可書駒場保育園
常～区立保育所の内容変更届　（東京都受理後現物は各保育園の認可書に
保存）
常～認可書東山保育園
常～認可書中町保育園
常～認可書中央町保育園
常～認可書鷹番保育園
常～認可書第二田道保育園
常～認可書第二上目黒保育園
常～認可書第二ひもんや保育園
常～認可書第三ひもんや保育園
常～認可書大岡山保育園
常～認可書菅刈保育園
常～認可書上目黒保育園
常～認可書原町保育園
常～認可書祐天寺保育園
常～認可書目黒本町保育園
常～認可書目黒保育園
常～認可書不動保育園
継～保育所の認可・変更届出事務処理要領
継～保育所分園の設置運営について
継～各保育園許可年月日一覧表
継～福祉施策関連通知
継～病後児保育事業
継～東京都予算事務説明会資料
継～東京都福祉改革推進事業
継～子育て推進交付金交付要綱
継～一時保育事業
常～東京都福祉保健局からの通知

保育課

調査 各種調査

福祉保健局調査

区立保育所共通 国・都の補助金

認可書

認可・設置

国・都の要綱及び通知

保育課共通

補助事業
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～国・保育対策等促進事業
常～保育所保育指針
常～東京都保育対策等促進事業実施要綱
常～保育所設置認可等事務取扱要綱
常～保育事務説明会資料
継～児童福祉法改正に伴う通知
継～都産休等代替職員制度実施要綱、交付要綱
継～次世代育成支援対策交付金
継～少子化対策臨時特例交付金
常～のぞみ保育園認可書
常～双葉の園保育園認可書
常～東が丘保育園認可書
常～緑丘保育園認可書
継～のぞみ保育園認可書（昭和４４年～５２年）
継～のぞみ保育園認可書（平成元年～）
継～自由が丘保育園認可書
継～双葉の園保育園認可書（昭和４４年～５７年）
継～双葉の園保育園認可書（平成元年～）
継～東が丘保育園認可書（昭和４４年～５７年）
継～東が丘保育園認可書（昭和６３年）
継～東が丘保育園認可書（平成元年～）
継～緑丘保育園認可書（昭和４４年～６３年）
継～緑丘保育園認可書（平成元年～）
常～（仮称）ちゃいれっく祐天寺駅前保育園認可書
常～（仮称）なかめぐろさくらさくほいくえん認可書
常～アソシエ柿の木坂マミー保育園認可書
常～アソシエ柿の木坂保育園（都有地活用）認可書
常～アソシエ学芸大学東保育園認可書
常～アソシエ学芸大学南保育園認可書
常～アソシエ大橋保育園認可書
常～アソシエ不動保育園認可書
常～アソシエ目黒おおとり保育園認可書
常～アソシエ油面公園保育園認可書
常～いいほいくいえん自由が丘
常～アンジェリカ下目黒保育園
常～西小山すみれ保育園認可書
常～みらいく鷹番園認可書
常～BunBu学院Jr.中目黒園認可書
常～（仮）中央町二丁目保育園認可書
常～まなびの森保育園学芸大学前認可書
常～（仮称）グローバルキッズ大岡山園認可書
常～（仮称）ポピンズナーサリースクール都立大学認可書
常～（仮称）目黒三田保育園キミトミライト認可書
常～あい保育園東が丘認可書
常～さくらさくみらい学芸大
常～さくらさくみらい鷹番
常～とりつだいさくらさくほいくえん認可書
常～どろんこ保育園認可書
常～にじいろ保育園学芸大学認可書
常～にじいろ保育園原町認可書
常～にじいろ保育園自由が丘認可書
常～にじいろ保育園自由が丘目黒通り認可書
常～にじいろ保育園東が丘認可書
常～にじいろ保育園八雲認可書
常～めぐろさくらさくほいくえん認可書
常～ゆらりん下目黒保育園認可書
常～アスクやくも保育園認可書
常～アスク上目黒保育園認可書
常～アソシエ下目黒認可書
常～キッズガーデン上目黒認可書
常～キッズガーデン中目黒認可書
常～（仮称）上目黒桜祐保育園認可書
常～アソシエ自由が丘保育園認可書
常～アソシエ祐天寺西保育園認可書
常～あい・あい保育園 祐天寺園認可書
常～ウィズブック保育園東が丘認可書
常～グローバルキッズ目黒園認可書
常～ピュアリー目黒南保育園認可書
常～認可書（さくらさくみらい　碑文谷）
常～アンジェリカ目黒本町保育園
常～くれよん保育園
常　目黒保育園
常～ここいく保育園碑文谷認可書
常～アンジェリカ下目黒２丁目保育園認可書
常～アソシエ八雲ママン保育園認可書
常～アソシエ都立大学保育園認可書
常～目黒保育園認可書
常～中目黒駅前保育園認可書
常～（仮称）目黒東山ちとせ保育園本園・分園
常～碑文谷もみじの森保育園認可書
常～まなびの森保育園目黒認可書
常～みらいく下目黒園認可書
常～さくらさくみらい　下目黒認可書
常～キッズガーデン目黒認可書

保育課

私立保育所認可書

私立保育所認可書（平
成）

私立保育所

区立保育所共通

国・都の要綱及び通知
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～キッズハウス池尻大橋認可書
常～コビープリスクールかみめぐろ認可書
常～スクルドエンジェル保育園柿の木坂園認可書
常～ナーサリールームベリーベアー八雲認可書
常～ポピンズナーサリースクール洗足認可書
常～モニカ都立大学園認可書
常～桑の実中目黒保育園（からすもり幼稚園跡地）認可書
常～桜のこみち保育園認可書
常～双葉の園ひがしやま保育園認可書
常～中目黒ちとせ保育園認可書
常～認可書（夢花保育園）
常～目黒碑文谷雲母保育園認可書
常～野のゆり保育園認可書
常～油面ちとせ保育園認可書
常～蓮美幼児学園西小山ナーサリー認可書
常～（仮称）さくらさくみらい碑文谷認可書
常～（仮称）しいの木保育園
常～処遇改善等加算　適用申請資料（桜のこみち）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（ｷｯｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ中目黒）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（東が丘）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（夢花）
処遇改善等加算（交付･実績等）
処遇改善等加算　２７年度退職者等適用申請資料（株式分）
処遇改善等加算　２７年度退職者等適用申請資料（社福・宗教分）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（とりつだいさくらさく）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（にじいろ）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（のぞみ）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（まなびの森目黒）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（アスクやくも）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（アソシエ下目黒）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（アソシエ柿の木坂）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（アソシエ柿の木坂マミー）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（キッズハウス池尻大橋）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（コビー）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（ベリーベアー八雲）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（桑の実中目黒）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（緑丘）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（蓮美：西小山ナーサリー）
常～処遇改善等加算　適用申請資料（双葉の園）

公立保育所運営費 公立保育所運営費請求・支出
地域型保育給付費等支出（Ｊキッズピース三宿保育園）
地域型保育給付費等支出（不動さつき保育園）
地域型保育給付費等支出（BabyOne）
地域型給付費等支出（保育ルーム目黒本町）
給付費支出共通
地域型保育給付費等支出（木下の保育園都立大学）
地域型保育給付費等支出（ここいく保育園　碑文谷）
地域型保育給付費等支出（こどもヶ丘保育園学芸大学園）
地域型保育給付費等支出（みみよんルーム）
地域型保育給付費等支出（アソシエナーサリー・マミー）
地域型保育給付費等支出（ウィズブック保育園大岡山）
地域型保育給付費等支出（コビースマイルキッズかみめぐろ）
地域型保育給付費等支出（ビーフェア中町保育園）
地域型保育給付費等支出（ビーフェア目黒保育園）
地域型保育給付費等支出（マザーグース都立大学園）
地域型保育給付費等支出（学栄ナーサリー八雲保育園）
地域型保育給付費等支出（優っくり保育園）
延長保育事業
地域型保育給付費等支出（モニカ緑が丘園）
地域型保育給付費等支出（学栄ナーサリー目黒青葉台保育園）
地域型保育給付費等支出（事業所内保育　管外）
地域型保育給付費等支出（小規模保育所　管外）
地域型保育給付費等支出（ＢＵＮＢＵＮ ＧＡＲＤＥＮ 学芸大学園）
障害児保育加算
施設機能強化推進費加算
管理者設置加算
加算全般
処遇改善費加算
保育士比率向上加算
賃借料加算
緑が丘文化会館（モニカ緑が丘園）
不動児童館（不動さつき保育園）

地域型保育事業全般 ０００地域型全般
事業所内保育所認可 常～優っくり保育園認可

認証保育所運営費補助金事業実績報告書
保育力強化事業
研修
常～東京都認証保育所事業実施要綱
常～東京都認証保育所等開設資金貸付要綱
第三者評価
認証保育所学校１１０番
保育力強化推進事業補助金
常～認証保育所運営全般
常～認証保育所債権者登録

保育課

認証保育所 認証保育所全般

私立保育所認可書（平
成）

処遇改善等加算

地域型保育事業 地域型保育給付費

各種加算

地域型保育事業公有財
産貸付

私立保育所
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～認証保育所事故報告
認証保育所都からの通知
認証保育所立入調査
認証保育所への通知類
認証保育所運営状況報告書
認証保育所調査回答
認証保育所統計（３４１表）都への報告（４・１０月）
認証保育所要望・苦情
様式類（児童票・保育日誌等）
継～東京都認証保育所一覧
継～東京都認証保育所協会
継～認証保育所委員会資料
継～認証保育所区単独補助資料
継～認証保育所制度
継～認証保育所設置に係る当面の考え方
常～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱改正（平成１９年度）
常～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱改正（平成２０年度）
東京都認証保育所運営費等補助金交付申請
常～東京都認証保育所運営費等補助要綱
常～認証保育所移行経費補助金交付要綱
常～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱改正
継～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱改正（平成１８年度）
継～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱
継～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱改正（平成１４年度）
継～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱改正（平成１５年度）
継～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱改正（平成１６年度）
継～目黒区認証保育所運営費補助金交付要綱改正（平成１７年度）
継～認証保育所他区市町村要綱
継～認証保育所開設準備経費交付決定・支出（平成１４年度）
常～認証保育所開設準備経費補助（平成２１年度）
常～認証保育所開設準備経費補助（２３年度１）
常～認証保育所開設準備経費補助（マグハウス）
継～認証保育所開設準備経費交付決定・支出（平成１６年度～１）
常～認証保育所開設準備経費補助（平成２０年度）
常～認証保育所開設準備経費補助（平成２０年度）
継～認証保育所開設準備経費交付決定・支出（平成１６年度～２）
常～認証保育所開設準備経費補助（２３年度２）
技能・経験に着目した加算
認証保育所開設準備経費（修繕費）交付決定
認証保育所運営費補助金交付決定変更及び歳出戻入
認証保育所運営費補助金交付決定（区内認証保育所４月分）
認証保育所運営費補助金交付決定（区内認証保育所１～３月分）
常～認証保育所弾力化申請書類
常～障害児保育加算費交付認定
認証保育所運営費補助金交付決定（区内認証保育所９～１２月分）
認証保育所運営費補助金交付決定（区内認証保育所５～８月分）
区内認証保育所運営費補助金支出
常～認証保育所運営費補助金事業実績報告書
施設賃借経費補助金交付
区外認証保育所運営費補助金交付決定（１２月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（１１月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（１０月）
区外認証保育所運営費補助金支出
区外認証保育所運営費補助金交付決定（２月）
保育受託事前協議書６月～３月
保育受託事前協議書４月～５月
区外認証保育所運営費補助金交付決定（９月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（８月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（７月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（６月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（５月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（４月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（３月）
区外認証保育所運営費補助金交付決定（１月）
継～認証保育所設置申請書（モンテッソーリ学芸大学子どもの家）
継～認証保育所設置申請書（東大駒場地区保育所）
常～認証保育所設置申請書（くれよん保育園移転）
常～認証保育所設置申請書（たけのこ保育園）
常～認証保育所設置申請書（アンジェリカ保育園下目黒園）
常～認証保育所設置申請書（アンジェリカ保育園目黒本町園）
常～認証保育所設置申請書（コロちゃんの家）
常～認証保育所設置申請書（ニコニコ保育園）
常～認証保育所設置申請書（マグハウス）
継～認証保育所設置申請書（マグハウス）
継～認証保育所設置申請書（キッズステーションママン）
継～認証保育所設置申請書（キッズガーデンマミー）
継～認証保育所設置申請書（エデュケアセンター・めぐろ）
継～認証保育所設置申請書（アンジェリカ保育園））
継～認証保育所設置申請書（ゆらりん自由が丘保育園）
継～認証保育所設置申請書（くれよん保育園）
継～認証保育所開設検討資料（キッズステーションママン）
継～認証保育所設置申請書（西小山すみれ保育園）
常～認証保育所設置申請書（蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー）
常～認証保育所開設後指導（コロちゃんの家）

保育課

認証保育所 認証保育所全般

認証保育所補助要綱

認証保育所開設準備経
費補助

区内認証保育所補助

区外認証保育所補助

認証保育所設置申請
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～認証保育所内容変更届（ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ学芸大学）
常～認証保育所内容変更届（くれよん保育園）
常～認証保育所内容変更届（たけのこ保育園）
常～認証保育所内容変更届（アンジェリカ保育園下目黒園）
常～認証保育所内容変更届（アソシエ柿の木坂ママン）
常～認証保育所内容変更届（アンジェリカ保育園中目黒園）
常～認証保育所内容変更届（アンジェリカ保育園目黒本町園）
常～認証保育所内容変更届（エデュケアセンターめぐろ）
常～認証保育所内容変更届（キッズガーデンマミー）
常～認証保育所内容変更届（キッズステーションママン）
常～認証保育所内容変更届（コロちゃんの家）
常～認証保育所内容変更届（ニコニコ保育園）
常～認証保育所内容変更届（マグハウス）
常～認証保育所内容変更届（ライフサポートゆらりん自由が丘）
常～認証保育所内容変更届（西小山すみれ保育園）
常～認証保育所内容変更届（東大駒場地区保育所）
常～認証保育所内容変更届（蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー）
認証保育所等保育施設の利用に係る保育料助成要綱
保育料助成金交付決定・支出
保育料助成金交付申請書（ア～オ）
保育料助成金交付申請書（カ～コ）
保育料助成金交付申請書（サ～ツ）
保育料助成金交付申請書（テ～ヒ）
所得階層別保育料助成制度全般
保育料助成金審査資料（１～１００）
保育料助成金審査資料（１０１～２００）
保育料助成金審査資料（２０１～３００）
保育料助成金審査資料（３０１～４００）
保育料納入状況確認
保育料助成金交付申請書（フ～ワ）
常～認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書通知
常～認可外保育施設指導監督要綱
認可外保育施設　苦情等
認可外保育施設立入調査
認可外保育室への通知類
財政援助団体等調査
認可外保育施設の運営状況報告
認可外保育施設調査回答
継～ベビーシッター
継～子ども未来財団資料
継～都費補助に係る実地調査（保育室・家庭福祉員）
継～認可外保育施設の消費税非課税措置の施行について
継～無認可保育施設児童福祉法第５９条第１項に基づく調査
継～立入検査の結果に基づく改善状況報告書（平成１４年度～１６年度）
常～認可外保育施設情報
常～認可外保育施設開設届・変更届
常～目黒区認可外保育施設等保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要
常～認可外保育施設廃止届
継～無認可保育施設資料
継～無認可保育施設「よりよい保育をめざして」
常～事業所内保育施設支援事業補助要綱
一時保育利用登録票（双葉の園）
常～一時保育委託事業実施要領
一時保育利用登録票（ゆらりん自由が丘）
一時保育利用登録票(中目黒駅前）
一時保育実施状況報告書・利用状況表
一時保育利用登録票（第二ひもんや）
一時保育事業委託契約
都一時預かり事業費補助金
常～東京都一時預かり事業費等補助金
常～区立保育園一時保育実施要領
常～一時預かり事業開始届出等
一時保育利用登録票（アソシエ柿の木坂）
一時保育利用登録票（アンジェリカ下目黒）
一時保育利用登録票（アンジェリカ中目黒）
一時保育利用登録票（蓮美　祐天寺ナーサリー）
常～裁判員制度・一時保育資料
常～東京都一時・特定保育等事業実施要綱・補助金交付要綱
一時保育全般
常～一時保育アンケート回答
常～一時保育委託事業利用案内
継～一時保育利用実績資料
継～次世代育成支援対策調査（一時保育、病後児保育）
一時保育利用登録票（目黒）
一時保育委託事業支出起案
一時保育利用登録票（西小山すみれ）
常～武田医院　病後児保育室すくすくナーサリー
常～病児保育事業実施要綱（国）
常～病後児保育事業実施要綱
常～病後児保育事業実施施設の認定（あおば医院病児保育室）
常～病後児保育事業運営費補助金実績報告
常～病後児保育施設整備費補助
常～病後児保育施設整備計画
常～認可外保育施設設置届

保育課

認可外保育施設 認可外保育施設全般

認可外保育施設資料

特別保育事業 一時保育

病後児保育

認証保育所

認証保育所内容変更届

所得階層別保育料助成
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～東京都病児・病後児保育事業実施要綱
常～フェアリーばーど病後児保育資料
常～めぐろ鈴木内科・小児科病児保育室リトルベアー
常～病後児保育事業実施要綱・要領（委託事業）
継～病後児保育他区要綱・資料
継～病後児保育事業利用案内・周知
継～病後児保育事業都要綱（１６年度末で廃止）
都病後児保育補助金
病後児保育事業委託（フェアリーばーど）
病後児保育事業運営費支出命令書
病後児保育事業運営費補助金交付決定・支出起案
研修関係
常～東京都病児・病後児保育事業補助制度
常～病後児保育施設募集
常～病児・病後児保育制度全般
職員名簿
病後児保育児童票
常～病後児保育事業調査・回答
病後児保育事業意向調査（小児科アンケート）
継～（病院名）病後児保育事業
継～病後児保育医師会との調整事項
継～病後児保育施設意向調査（医療機関アンケート）
継～病後児保育事業マニュアル（東京都）
継～病後児保育事業調査・回答
訪問型病児・病後児保育利用料　交付決定
訪問型病児・病後児保育利用料助成（要綱）
訪問型病児・病後児保育利用料助成　全般
訪問型病児・病後児保育利用料助成　支出起案
定期利用保育補助金支出（認可保育所開設時実施分）
定期利用補助金交付決定
保育従事職員等処遇改善事業補助金　交付決定・支出
要綱・補助基準
定期利用保育全般
利用者への周知
定期利用補助金額確定
常　目黒区立保育所定期利用保育事業実施要綱
区立保育所定期利用保育事業申込・抽選・決定
区立保育所定期利用保育利用案内
常　利用料金口座振替依頼書
ホームページ公開・更新
児童保育受託届・解約届
定期利用保育補助金支出（エルデ保育園）
定期利用保育補助金支出（コビースマイルキッズなかめぐろ）
特定教育・保育施設
特定地域型保育事業
説明会

東京都協議 協議書
指導検査 東京都調査・通知

常～キッズワールド　柿の木坂ネスト
常～キッズインターナショナル碑文谷
常～衾の森こども園
常～Kids On Air Preschool Gakugeidaigaku
常～ズー・フォニックス・アカデミー都立大八雲校
常～Kodomo Edu International School
常～ズー・フォニックス・アカデミー都立大本校
常～SOMOS International Preschool
常～Wagoland International School
常～東二ひまわり保育園
常～キッズルームMes tresors
常～ジンボリーインターナショナルプリスクール＆アフタースクール　自由が丘
常～Discovery Kids School 祐天寺
常～TOEアカデミー中目黒校
常～ファミリアプリスクール碑文谷
常～保育ルーム　Happy Song
常～三宿さんさん保育園
常～クレイドルの保育園　こどもと私
常～学べる保育室　elpis
常～日の丸自動車学校託児室
常～保育ルームFelice目黒洗足園
常～エルデ保育園
常～駒沢の森こども園
常～ＢＵＮＢＵＮ保育園
常～伸芽’sクラブ自由が丘
常～東京インターナショナルスクール中目黒キンダーガーデン
常～sunny side
常～ヤクルト目黒保育園
常～東大駒場むくのき保育園
常～緑が丘エキナカ保育園
常～保育ルームすまいる目黒自由が丘園
常～みんなのほいくえん　at　めぐろ
常～Ange Garden Nursery & School目黒本町園
常～ＢＵＮＢＵＮ保育園（分園）
常～めばえ保育ルーム都立大学
常～たけのこ保育園

保育課

子ども・子育て支援新制
度

子ども・子育て支援新制
度

特定子ども・子育て支援
施設等確認申請書

認可外保育施設

認証保育所

特別保育事業

病後児保育

訪問型病児・病後児保育
利用料助成

定期利用保育
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～東大駒場地区保育所
常～エデュケアセンター・めぐろ
常～アンジェリカ保育園中目黒園
常～ニコニコ保育園
常～蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー
常～アソシエ柿の木坂ママン保育園
常～マグハウス
常～ゆらりん自由が丘保育園
常～モンテッソーリ学芸大学子どもの家
常～共同保育所コロちゃんの家
常～山本
常～丹菊
常～柏井
常～川端
常～横山
常～東條
常～Ange Garden
常～森のナーサリー
常～公益社団法人　目黒区シルバー人材センター　子育て支援サービス事業

居宅訪問型（個人） 常～＜個人氏名＞
常～目黒かえで保育園
常～目黒保育園
常～第二ひもんや保育園
常～ゆらりん自由が丘保育園
常～蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー
常～アソシエ柿の木坂保育園
常～中目黒駅前保育園
常～中目黒どろんこ保育園
常～桑の実中目黒保育園
常～双葉の園保育園
常～あおば医院病児保育室
常～病児保育室リトルベアー
常～武田医院病後児保育室すくすくナーサリー
土曜日の登園状況報告
常～園児状況の推移
常～土曜日登園状況一覧
常～特例状況の推移
常～保育園在籍児童数一覧表（H２～）

保育措置 常～特例保育・零歳特例保育
常～苦情について（保育園）
常～苦情について（保護者・住民）
学童保育クラブ入所申請に伴う保育参観
常～給食供給者届出事項変更届
他課からの通知
個人情報に関する同意書
講師派遣
施設利用依頼通知
常～保育所児童保育要録
常～入園ガイドにおける感染症の改訂
常～入園の手引き（英語版）
常～主任業務の手引き
常～歯科保健指導の手引き
常～園長の運営の手引き
常～栄養士業務手引き
常～看護師業務手引き
常～園医の手引き
常～「区立保育園における与薬取扱基準」の制定について
常～園医懇談会
常～耳鼻科検診、眼科検診謝礼金の根拠
入園前健康診断
与薬状況報告書（１２月～３月）
与薬状況報告書（４月～７月）
与薬状況報告書（８月～１１月）
常～「重症急性呼吸器症候群」（ＳＡＲＳ）の対応について
常～園医会資料
常～園児健康管理（個別対応）
常～感染症罹患状況及び事故のまとめ
常～健康管理資料
常～検診結果
常～検診用器具
常～新型インフルエンザ通知
ぎょう虫検査
ほけんだより
健康管理に関する他所属（他自治体）からの調査
歯科衛生士派遣(歯みがき指導）
他自治体からの通知（医療対応児童）
医療的ケア全般
医療対応児童（痰吸引）
医療対応児童（経管栄養）
支出命令書（健康管理）
耳鼻科・眼科検診
健康管理マニュアル
感染症に関する指導
歯科検診

保育課

区立保育所措置状況 園児状況

保育所庶務 保育所庶務全般

業務手引き

健康管理

特定子ども・子育て支援
施設等確認申請書

認証保育所

保育ママ

居宅訪問型（施設）

一時預かり事業（一時保
育）

病児保育事業（病後児保
育）
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
災害共済給付継続児童
日本スポーツ振興センター給付金支払通知書（４～９月）
災害共済給付金の返還申請
日本スポーツ振興センター災害共済給付金の保護者への給付金支出について
支出命令書（日本スポーツ振興センター）
常～災害共済給付継続児（災害報告書・事故報告書写）
日本スポーツ振興センター掛金支払
（独）日本スポーツ振興センター加入・契約
医療費請求（１０～３月）
医療費請求（４～９月）
災害共済給付金全般
常～給付金の取り扱いについて
常～事故対応マニュアル
常～日本スポーツ振興センターからの通知
常～日本スポーツ振興センターの災害共済事務の手引き
常～目黒区事故見舞金支給要綱
日本スポーツ振興センター給付金支払通知書（１０～３月）
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金の収納及び支給に
伴う乳幼児医療助成制度利用者の還付額歳出戻入依頼

災害共済給付契約同意 災害共済給付契約同意書（新入園児分）
常～原町保育園　事故報告
常～不動保育園事故処理対策
常～不動保育園　事故報告
事故報告（１０～３月分）
事故報告（４～９月分）
常～中央町保育園（上目黒保育園）　事故報告
常～見舞金協議・特別見舞金事務処理
常～事故報告統計
常～第二田道保育園事故処理対策
常～南・ひもんや保育園事故処理対策
常～駒場・第二上目黒保育園事故処理対策
常～体験学習・ボランティア等統計
ボランティア受け入れ依頼
見学他
実習生受け入れ（１０～３月分）
実習生受け入れ（４～９月分）
体験学習・ボランティア受け入れ報告
体験学習等受け入れ（高校・大学）
体験学習等受け入れ（小学校）
体験学習等受け入れ（中学校）
常～実習施設の承諾書
換金確認済み小切手帳控え
常～賄費小切手交付状況
常～賄費領収書記入に伴う諸注意
牛乳供給に関する覚書
賄費当座預金照合表
常～小切手に伴う届出
賄費支出
賄費支払明細書（１０～１２月分）
賄費支払明細書（１～３月分）
賄費支払明細書（４～６月分）
賄費支払明細書（７～９月分）
支出命令書（賄費）
常～各区賄費の事務処理状況
児童票
常～保育案内
常～園のしおり（目黒本町・原町）
常～園のしおり（不動・中町）
常～園のしおり（八雲・目黒）
常～園のしおり（南・第二ひもんや）
常～園のしおり（東山・第二上目黒）
常～園のしおり（田道・中目黒駅前）
常～園のしおり（鷹番・大岡山）
常～園のしおり（上目黒・中目黒）
常～園のしおり（駒場・菅刈）
常～園のしおり（ひもんや・第三ひもんや）
常～めぐろの保育園ガイド
常～園のしおり（祐天寺・中央町）
事業計画（駒場～中町保育園）
事業計画（祐天寺～八雲保育園）
保育の計画（祐天寺～八雲保育園）
保育の計画（駒場～中町保育園）
園だより（８・９月分）
園だより（６・７月分）
園だより（１０・１１月分）
園だより（２・３月分）
園だより（４・５月分）
園だより（１２・１月分）
第三者評価資料
常～保育行政の変遷
常～産休明けの実施報告
常～産休明けの後の保育（中間報告）
常～産休明けの後の保育（最終報告）
常～月齢引き下げ実施園検討報告

保育課

保育所運営 園のしおり

事業計画

保育の計画

園だより

保育資料

保育所庶務

災害共済給付

事故報告

保育実習

賄費全般
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
給食関係通知 常～Ｏ－１５７食中毒予防対策通知

常～目黒区食中毒対策要綱
細菌検査結果
常～食中毒防止の手引き
常～給食の衛生管理
給食及び水質検査
常～健康危機管理マニュアル
常～食中毒予防対策資料
常～食中毒発生時の対応
給食施設一斉検査
常～誤食報告
常～目黒区の保育所給食
常～給食開始届
常～給食食材検査
常～食物アレルギー児名簿・集計
常～食物アレルギー対応マニュアル
常～離乳食資料
常～給食だより
常～給食異物混入
継～賄い取引業者土曜日緊急対応可能業者
常～給食検討委員会報告
常～食物アレルギー検討会
離乳食献立表（７～９月分）
離乳食献立表（４～６月分）
離乳食献立表（１～３月分）
離乳食献立表（１０～１２月分）
幼児食献立表（７～９月分）
幼児食献立表（４～６月分）
幼児食献立表（１０～１２月分）
夕食献立表（家庭用配布）
家庭配布用離乳食献立表（４～９月分）
家庭配布用離乳食献立表（１０～３月分）
幼児食献立表（１～３月分）
家庭配布用幼児食献立表（４～９月分）
家庭配布用幼児食献立表（１０～３月分）
延長補食献立表
職員団体等意見
中間のまとめ
委託業者からの提出物（ひもんや）
委託状況確認票
常～調理業務不履行・事故・事件報告書
委託業者への通知
委託業者選定
委託業者からの提出物（中央町）
委託業者からの提出物（原町）
委託業者からの提出物（第三ひもんや）
職員・保護者への説明会と周知
給食調理業務委託資料
給食調理業務委託契約業務評価
委託園選定
支出命令（子育て支援施設見学）
常～子育て支援事業実施要綱
子育て支援施設見学
常～国際交流協会
常～子育て支援関連事業
常～子育て支援資料
常～子育て支援担当者会報告書
講師派遣
子育て支援ＰＲ
子育て支援区報原稿
子育て支援事業統計
子育て支援担当者会通知
公園等使用申請
子ども・青少年事業担当者連絡調整会
子育て支援事業報告書（１０～１２月分）
子育て支援年間計画書
子育て支援事業報告書（７～９月分）
子育て相談・見学問合せ受付票（１０～３月分）
公園で遊ぼう会
常～乳幼児健全育成相談事業実績
子育て支援事業に係る傷害保険加入
子育て支援事業報告書（１～３月分）
子育て相談・見学問合せ受付票（４～９月分）
子育て支援事業報告書（４～６月分）
子育てふれあいひろば合同打ち合わせ
子育て支援スーパービジョン実習受け入れ
子育てふれあいひろば（緑丘保育園）
子育てふれあいひろば（目黒保育園）
ひろば相談記録（７月～９月）
ひろば相談記録（４月～６月）
ひろば相談記録（１０月～１２月）
子育てふれあいひろば事業報告
常～市町村児童家庭相談援助指針
子育てひろば事業補助金

保育課

子育て支援 子育て支援庶務

子育て支援事業

子育てひろば事業

給食管理
給食施設衛生

給食運営

給食内容・情報

給食献立

給食調理業務委託
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～子育てひろば事業要綱
常　子育てひろば事業委託
支出命令書（子育てひろば事業委託）
地域子育て支援拠点事業に係る第二種社会福祉事業の届出
ひろば相談記録（１月～３月）
東京都からの通知（調査含む）
常～子育てカウンセラー巡回相談
子育て支援スーパービジョン研修
常～乳幼児虐待ケース
要保護児童に関する連絡表
要保護児童対策地域協議会
支出命令書（特別支援巡回指導）
障害児巡回指導記録(田道～原町）（卒園児園分）
障害児巡回指導記録(南～八雲、私立）（卒園児園分）
障害児巡回指導記録（駒場～目黒）（卒園児園分）
障害児巡回指導記録（途中退園分）
障害児に関する通知
常～障害児受け入れ等検討会
常～障害児保育園入所の手順
常～心身障害児対策連絡協議会設置要綱
特別支援巡回指導の実施
常～障害児童名簿
常～すくのび園・保育課との打ち合わせ（保育園との定期協議）
常～障害児状況（野のゆり保育園）
常～障害児状況（第三ひもんや保育園）
常～障害児状況（第二ひもんや保育園）
常～障害児状況（第二上目黒保育園）
常～障害児状況（鷹番保育園）
常～障害児に関する診断書及び発達状況報告書など
常～障害児状況(小規模保育所）
常～障害児状況（さくらさくみらい都立大保育園）
常～障害児状況（さくらさくみらい目黒保育園）
常～障害児状況（のぞみ保育園）
常～障害児状況（ひもんや保育園）
常～障害児状況（アスクやくも保育園）
常～障害児状況（アソシエ柿の木坂保育園）
常～障害児状況（アソシエ目黒おおとり保育園）
常～障害児状況（キッズガーデン中目黒）
常～障害児状況（キッズハウス池尻大橋）
常～障害児状況（コビープリスクールかみめぐろ）
常～障害児状況（スクルドエンジェル保育園柿の木坂園）
常～障害児状況（ポピンズナーサリースクール洗足）
常～障害児状況（駒場保育園）
常～障害児状況（桑の実中目黒保育園）
常～障害児状況（原町保育園）
常～障害児状況（桜のこみち保育園）
常～障害児状況（上目黒保育園）
常～障害児状況（菅刈保育園）
常～障害児状況（双葉の園保育園）
常～障害児状況（大岡山保育園）
常～障害児状況（中央町保育園）
常～障害児状況（中町保育園）
常～障害児状況（中目黒ちとせ保育園）
常～障害児状況（中目黒どろんこ保育園）
常～障害児状況（中目黒駅前）
常～障害児状況（田道保育園）
常～障害児状況（東が丘保育園）
常～障害児状況（東山保育園）
常～障害児状況（南保育園）
常～障害児状況（認証保育所）
常～障害児状況（八雲保育園）
常～障害児状況（不動保育園）
常～障害児状況（夢花保育園）
常～障害児状況（目黒保育園）
常～障害児状況（目黒本町保育園）
常～障害児状況（祐天寺保育園）
常～障害児状況（緑丘保育園）
常～障害児状況（さくささくみらい学芸大）
常～障害児状況（アソシエ大橋保育園）
常～障害児状況（アソシエ不動保育園）
常～障害児状況（しいのき保育園）
常～障害児状況（アソシエ学芸大学南保育園）
常～障害児状況（にじいろ保育園八雲）
常～障害児施設資料
常～特別支援担当者会報告
常～障害児保育実施要綱の資料
常～障害児・保育実践発表実施一覧
東社協会費
研修会場
研修実施概況報告書
東社協通知・研修
保育課研修実施計画
継～図書目録
支出命令書（東社協会費）

保育課

保育所職員研修 研修全般

子育て支援

子育てひろば事業

児童虐待

障害児保育 障害児全般

障害児状況

障害児保育資料
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出命令書（保育所職員研修）
常～源泉徴収所得税資料
保育所職員研修（教育委員会他主催）
保育研究大会
東京都福祉保健局研修
子育てふれあいひろば研修
母子保健研修
実務研修
保育専門
保育実践報告
特別支援研修
職層研修（リーダー保育士）
保育実践研修会
職層研修（中級保育士）
職層研修（新任職員）
職層研修（初級保育士）
職種別研修（園長・主任・主査）
用務研修
職種別研修（調理・栄養士）
職種別研修（看護師）
常～障害児保育実践報告
常～保育実践研修会報告（担当者会年間まとめ）
公私立園長会記録
常～ビデオ・習い事の取り扱いについて
常～園長会・園長協議会記録
園長会資料（１０月～３月）
園長会資料（４月～９月）
栄養士協議会記録
主任会記録
看護師協議会記録
園だより（小規模保育所）
巡回指導（小規模保育所）
小規模・事業所内保育所施設長会
献立表（小規模保育所）
離乳食献立表（小規模保育所）
継～第二田道保育園土地売買契約書（写）
継～上目黒保育園水路敷廃止
財産管理調査、回答
普通財産貸付
道路占用許可
継～電波受信障害改善対策協定東山保育園上目黒保育園仮設
行政財産関係通知
財産台帳補正
常～行政財産の用途変更
財産引渡し
行政財産用途廃止
継～中央町保育園境界立会
継～鷹番保育園境界立会
継～第三ひもんや保育園境界立会
継～上目黒保育園境界立会
継～原町保育園境界立会
継～駒場保育園境界立会
常～旧祐天寺保育園境界立会
常～中央町保育園境界立会
常～大岡山保育園境界立会
常～ひもんや保育園境界立会
継～田道保育園境界立会
継～祐天寺保育園境界立会
継～八雲保育園境界立会
継～南保育園境界立会
行政財産目的外使用許可（単年度）
行政財産使用承認
教育財産目的外使用許可
継～行政財産使用許可鷹番保育園区民ギャラリー
常～行政財産目的外使用許可（複数年度）
継～大岡山有線ＴＶ共架料覚書
納入済通知書（敷地使用料）
常～第二上目黒保育園賃貸借契約
常～上目黒保育園土地賃貸借契約書
公有財産貸付
常～第二田道保育園土地賃貸借契約
第二ひもんや保育園行政財産使用許可
目黒本町一丁目国有地転貸貸付料
継～機械警備緊急連絡者名簿
継～施設概要
継～保育園鍵預り証
継～鉛ガイドライン
継～ガラス使用指針
常～アスベスト対策（１７年度実態調査･分析調査）
常～アスベスト対策（１８年度除去工事：大岡山･祐天寺）
常～アスベスト対策（２１年度フォローアップ調査）
常～アスベスト対策（２８年度：吹付け・含有保温材使用実態調査）
常～エレベータ・リフト
常～ガスヒーポン（ＧＨＰ）

保育課

施設管理基準

施設管理

職層別会議 園長会

専門職種

小規模保育所運営 小規模保育所

施設財産管理 財産管理全般

保育園境界立会

行政財産目的外使用許可

保育園土地使用

保育所職員研修 研修全般

職員研修

集合研修

職種別研修

研修発表・報告
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ガス給湯器
常～フロン点検
常～ブロック塀点検（平成３０年度）
常～ロスナイ換気扇
常～害虫防除
常～鷹番保育園防音壁
常～農薬ガイドライン
常～保育園インターフォンワイヤレス化工事
常～防犯カメラ設置
常～有資格者点検
公共料金自動振替口座新規・変更
産業廃棄物管理票(マニフェスト）１０月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）１１月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）５月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）６月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）７月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）８月分
常～機械警備
常～非常通報（学校１１０番）
産業廃棄物管理票(マニフェスト）１２月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）１月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）２月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）３月分
産業廃棄物管理票(マニフェスト）９月分
産業廃棄物管理票（マニフェスト）４月分
施設設備等の変更・廃止
巡回点検小修理
点検対象施設使用中止通知書
６ヶ月点検チェックシート
施設課通知等
施設点検結果等
施設点検説明会
地球温暖化対策
点検計画書・点検責任者等選任書
日常施設点検日誌（１０月～１２月）
日常施設点検日誌（１月～３月）
日常施設点検日誌（４月～６月）
日常施設点検日誌（７月～９月）
継～テレビ電波受信障害協定
継～維持保全管理システム
継～園庭固定遊具調査票
継～化学物質測定
継～恵比寿再開発に伴う電波受信障害
継～鍵紛失経過報告書
継～砂場の汚染調査結果
継～施設環境
継～菅刈地区テレビ共同受信覚書
継～鷹番保育園防音対策
非常通報
消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
消防計画作成(変更)届出書・消防署への届出
常～防火管理者選任(解任)届出書
常～物品処分調書
継～熱風消毒保管庫
継～非常通報装置
継～コードレス・テレホン導入計画
継～ファクシミリ導入計画
継～ワープロ保証書
継～食器洗浄機導入計画
継～生ごみ分解消滅機導入計画
継～全園乾式複写機導入計画
物品所管換
常～食器洗浄器無償譲渡
食器洗浄機
継～包丁まな板殺菌庫
継～冷却塔除菌作業（レジオネラ菌）
継～平成９年度漏水診断
継～負荷調整契約制度実施要綱
継～廃棄物施設別仕様書
継～水質検査
継～床清掃（各園図）
継～受水槽の衛生確保
継～自家用電気工作物保守業務委託
継～自家用電気工作物点検成績表
継～施設保全管理資料
継～計量器検査委託
継～簡易専用水道届出
継～維持管理業務標準仕様書
常～維持保全標準単価表
常～自家用電気工作物保守業務委託
常～施設点検委託
業務委託報告書（１２月～１月）
業務委託報告書（２月～３月）
業務委託報告書（４月～５月）

保育課

施設管理

消防設備点検

備品管理

保育所業務委託

委託点検報告書

施設財産管理
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
業務委託報告書（６月～７月）
業務委託報告書（８月～９月）
有資格者　施設点検委託結果報告書（３０年度点検分）
業務委託報告書（１０月～１１月）
継～ガス需給契約（起案）
工事費等見積調査
施設課計画修繕
工事引継ぎ書
工事計画書・報告書
工事承諾依頼書
継～ガス需給契約（契約書覚書）
継～防水工事保証書
継～不動保育園マンション改修計画
継～第二ひもんや保育園塗装工事
継～窓ガラス飛散防止工事
継～安全対策（セキュリティシステム）
継～家具転倒防止マニュアル
継～上目黒保育園モルタル剥落事故
ホームページ作成・更新
複写機保守
町会長等名簿
調査・回答
開設提案書
歳入調定
目黒区民間保育所施設整備費補助
調査全般
国有地借受に係る見積書作成
保育所整備に係る地域協議
区補助金事業者補助金交付
施設整備関係
守屋教育会館跡地利用
目黒区民間保育所施設整備費補助要綱
立案請求（条例・規則）
子育て安心プラン実施計画
常～安心こども基金
常～待機児童解消区市町村支援事業補助要綱
常～保育所緊急整備事業補助要綱
常～保育所指導検査基準
新規保育所開設準備Ｑ＆Ａ
継～施設整備参考資料
継～保育所建設標準仕様書
継～落成式マニュアル
常～碑文谷公園内整備
民有地活用型認可保育所整備
旧第六中学校跡地特養内　事業所内保育所
常～東山保育園跡地
常～東山二丁目国有地整備
継～緑丘保育園改築
継～第三ひもんや保育園増築
継～双葉の園保育園改築
常～緑が丘行政サービス窓口跡整備
保育園建設計画基本協定
三田地区店舗施設跡整備
常～目黒本町一丁目国有地整備
常～上目黒保育園跡地

補助説明会、計画 継～平成１５年度保育所整備計画（八雲、緑丘）
定期借地権利用による認可保育所整備
常～補助金の返還
補助金全般通知
所要額調査
継～施設整備補助協議（緑丘・八雲、起案）
継～施設整備補助協議（八雲・都）１５年度分
継～施設整備補助協議（八雲・国）１６年度分
継～施設整備補助協議（八雲・国）１５年度分
継～施設整備補助協議（双葉の園）
継～施設整備補助協議（八雲・都）１６年度分
保育所緊急整備事業補助金協議
賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業補助金
多様な主体による保育所緊急整備事業補助金協議
保育所等整備交付金協議
継～整備補助内示（施設、整備）
賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業補助金
継～施設整備補助交付申請書（八雲、国）
待機児童解消区市町村支援事業補助金交付申請
常～整備補助内示（施設、整備）
常～整備補助交付決定（施設、整備）
保育所等整備交付金交付申請
保育所緊急整備事業補助金交付申請
継～施設整備補助交付申請書（八雲、都）
開設前賃借料補助（小規模保育）補助金
継～施設整備補助交付決定・実績報告
継～施設整備補助竣工検査
常～施設整備補助交付決定・実績報告
補助金確定通知

保育課

工事

共通 庶務

保育所整備 保育所整備全般

保育園建設計画

国、都補助金全般

国、都補助協議

国・都補助交付申請

国・都補助実績報告

委託点検報告書

施設財産管理
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
しいのき保育園抵当権設定承認
常～施設整備に伴う財産処分資料（国・都財産処分（のぞみ保育園　国）
施設整備に伴う財産処分資料（のぞみ保育園、都）
継～施設整備に伴う財産処分
アソシエナーサリーマミー財産処分
継～施設整備に伴う財産処分資料（双葉、国）
東京都民有地マッチング事業
事業者登録申込
継～原町保育園仮設（プレハブ）見積書
継～原町保育園改築
継～原町保育園初度備品等
継～原町保育園新築瑕疵担保
継～仮設園舎工事説明会
継～原町保育園仮設園舎借り上げ
継～原町保育園仮設園舎設置

原町保育園改築基本設 継～原町保育園改築工事基本設計
継～原町保育園改築新・旧図面比較
継～耐震補強、緊急防災基盤整備事業
継～貯水槽の設置（原町保育園改築）
継～電化厨房契約書
継～八雲保育園厨房検討会
継～防災貯水槽設置要望
継～八雲保育園父母会対応
継～八雲保育園改築基本構想
継～八雲保育園改築基本構想検討会

八雲保育園仮設園舎 継～八雲保育園仮設園舎
継～八雲保育園実施設計
継～八雲保育園実施設計資料
継～設計検討
継～第二田道保育園改築
継～第二田道保育園基本設計
継～第二田道保育園基本構想
継～第二田道保育園実施設計
指定管理者運営評価
指定管理者災害給付取扱
常～指定管理者制度導入施設外部監査
常～保育コスト
常～保育所運営費（財調算定）資料
継～待機児資料（協議会関連）
継～調査・回答
常～年末保育・一時保育等
継～募集要項・評価基準等ＰＴ検討
継～保育所条例改正
継～年末保育・一時保育等
継～区要項・要領
常～一時預かり事業
常～ひろば事業
常～延長保育事業

指定手続 指定管理者の指定
指定管理年度協定
支出命令書
常～区団体補助等監査
定員変更
新たなサービスに関する調査等
常～基本協定
運営報告
指定管理経費支出（目黒保育園・第二ひもんや保育園）
施設管理
協定書（１０年保存）
管理経費支出
中目黒駅前保育園単年度協定
支出命令書
管理費
常～プール利用に係る別棟屋上利用
常～管理規約
常～管理組合資料
常～合流点ひろば
常～施設維持管理
常～東山幼稚園プール利用
運営管理全般
給食開始届
常～職員異動等報告
東京都福祉保健局指導検査（中目黒駅前保育園）
債権者登録の変更
支出命令書
保護者説明会
運営準備
民営化検証
単年度協定
指定管理者選定
協定書
太陽光発電売電収入
常～運営報告
東京都福祉保健局指導検査

保育課

中目黒駅前保育園運営 中目黒駅前保育園公設
民営

中目黒駅前保育園運営
管理

第二ひもんや保育園運営 第二ひもんや保育園公設民営

第二ひもんや保育園運
営管理

公設民営化 公設民営全般

条例・要項等

付加サービス

目黒保育園運営
目黒保育園運営管理

八雲保育園改築 八雲保育園改築全般

八雲保育園基本構想

八雲保育園実施計画

第二田道保育園改築 第二田道保育園改築全
般
第二田道保育園基本構
想・設計

国・都補助財産処分

民有地マッチング

原町保育園整備 原町保育園整備全般

原町保育園仮設園舎

原町保育園改築資料

保育所整備
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出命令書
常～使用許可書
常　目黒保育園土地境界確認・水路敷き廃止・用途変更
民営化全般
民営化検討会
説明会
民営化計画
東山保育園民営化
中目黒保育園民営化
上目黒保育園民営化
常～基本協定書（使用貸借契約・物品譲与契約含む）
待機児童対策全般
要綱
国有地・都有地情報
大規模集合住宅の建築届出書
常～協議・協力要請
回答・協議済通知
要綱等
ホームページ更新

守教跡地保育施設 守教跡地保育施設全般 守教跡地保育施設全般
国公有地活用保育所整備 都有地活用保育所整備 都有地活用認可保育所整備

認可申請手続き等
事業者審査等
調査・回答
常～要綱等

事業所内保育事業 東京都 事業所内保育事業支援事業補助金
取扱説明書・パンフレット
メンテナンス関係
ドライブレコーダー管理運用基準

利用関係 利用決定
寄付金調定
ページ制作・更新
庁内諸手続き
ＰＲ業務委託

商標登録 商標登録出願手続き
運転手情報
業務評価
運行管理全般
運転日誌
ひとり親保育料助成　調査・回答
ひとり親世帯等に係る認可外保育施設利用助成事業に係る助成金の支出に
ついて
常～ひとり親世帯用に係る認可外保育施設利用助成事業実施要綱
ひとり親世帯等に係る認可外保育施設利用助成事業に係る助成の認定等に
ついて
ひとり親世帯等に係る認可外保育施設利用助成事業に係る助成金受給資格
の消滅
継～ひとり親世帯用に係る認可外保育施設利用助成事業実施要綱
継～ひとり親等認可外保育施設利用助成事業資料
継～保育料助成認定申請書（未処理分）
常～保育室の調査・回答
常～インフルエンザ対策通知
都からの通知
常～目黒区認定保育室運営費補助要綱
常～保育室運営事業実施要綱の廃止（都通知）
常～保育室債権者登録
継～保健所の検査・指導
継～保育室電話継走網
継～保育室懸案事項
継～保育室からの要望
継～感染症・ノロウイルス対策資料
保育室運営状況報告・実地調査
保育室への通知類
保育室運営費補助金交付決定（ひまわり保育園）
保育室運営費補助金支出（４月～３月）
常～保育室運営費補助金事業実績報告書
保育室運営費補助金交付決定（コロちゃんの家）
保育室運営費補助金交付決定（エルデ保育園）
保育室運営費補助金交付決定（ニコニコ保育園）
共同保育所 コロちゃんの家
ニコニコ保育園
エルデ保育園
ひまわり保育園
保育室認定全般
継～保育室助成資料（歴年資料）
継～保育室資料
継～保育室施設資料（図面、消防計画、しおり、施設規約）
継～保育室参考資料（他自治体等作成の冊子・パンフレット）
継～保育室運営制度変更資料（社会福祉協議会補助から区直接補助へ）
継～東大駒場地区保育所資料
継～たけのこ保育園資料
継～保育室設置、移転、定員増、廃止資料
継～就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な推進に関する法律の施
行について（通知）

保育課

認定こども園 認定こども園制度（国・都）

保育料助成 ひとり親認可外保育施設
利用助成事業

保育室 保育室全般

保育室助成

保育室認定

保育室資料

認可外保育所認可化 認可外保育所認可化

地域型保育事業 共通

ヒーローバス 車両関係

クラウドファンディング型
ふるさと納税

運行管理

保育園民営化

待機児童対策 待機児童対策全般

大規模集合住宅建設へ
の保育所設置協力

第二ひもんや保育園運営

第二ひもんや保育園運
営管理
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な推進に関する法律に関
する会議資料
認定こども園調査・回答
常～認定こども園都内施設
都認定こども園運営費等補助金交付申請
常～認定こども園認定事務取扱い全般
常～東京都認定こども園運営費等補助金交付要綱
継～東京都認定こども園の認定基準に関する条例・施行規則
継～認定こども園制度私立幼稚園教育研修会資料
継～認定こども園制度に関するセミナー資料
継～東京都認定こども園事務担当者説明会資料１９.１.２２
継～東京都認定こども園事務担当者説明会資料１８.１１.２８
継～東京都認定こども園事業者向け説明会資料
区外認定こども園補助（協議・交付決定・支出）
常～区認定こども園運営費等補助要綱
常～認定こども園開設準備検討会(幼稚園型）
常～給食提供施設資料
継～幼保一元化施設検討資料
継～認定こども園制度への対応の基本的考え方
継～⑲認定こども園整備等検討委員会
常～認定こども園補助制度検討
常～認定こども園・幼保一元化施設他自治体資料
継～認定こども園制度への対応の基本的考え方（案）
研修
小規模保育所からの報告等
東京都補助
不動さつき保育園歳入
補助金申請
要綱・基準
事業者募集
小規模保育全般通知
選定
利用者への周知
小規模保育事業認可
認可内容変更等（アソシエナーサリーマミー）
認可内容変更等（モニカ緑が丘園）
認可内容変更等（ＢａｂｙＯｎｅ）
認可内容変更等（保育ルーム目黒本町）
認可内容変更等（BUNBUN GARDEN学芸大学園）
認可内容変更等（ビーフェア中町保育園）
認可内容変更等（ビーフェア目黒保育園）
事業者選定
選定委員会
事業者公募全般

事業所内保育 事業所内保育全般 事業所内保育全般通知
認可外保育施設立入検査（東京都実施）
指導検査研修
通知・調査照会
例規要綱
東京都指導検査通知
東京都認可保育所実地検査
指導検査通知
家庭福祉員の健康診断
常～家庭福祉員保険
通知等
家庭福祉員調査・回答
２６年４月家庭福祉員事故
家庭福祉員の細菌検査
家庭福祉員要綱
家庭福祉員要望等
家庭福祉員補助員補助者登録
常～家庭福祉員の休暇
家庭福祉員運営全般
常～家庭福祉員への苦情・相談対応記録（事故報告）
家庭福祉員巡回指導
家庭福祉員の研修
家庭福祉員解約届
家庭福祉員利用要件の確認
常～非常災害連絡簿
家庭福祉員児童紹介・不承諾通知
家庭福祉員の契約届・契約更新届
家庭福祉員補助金交付決定
処遇改善事業補助金

家庭福祉員補助金支出 家庭福祉員補助金支出
常～情報公開関係規定
常～　厚生労働省からの通知
常～内閣府・厚生労働省通知
常～自己情報開示請求
常～自己破産等に係る通知・回答
常～情報開示請求
保育所臨時休業
医療的配慮等が必要な児童の保育施設等利用検討会
事故報告書
常～２３区保育料検討会

保育課

家庭福祉員（受託） 家庭福祉員児童受託

家庭福祉員補助金交付

保育の実施共通 保育の実施全般

指導検査全般 指導検査共通

指導検査実施

家庭福祉員（運営） 家庭福祉員運営管理

家庭福祉員運営支援

認定こども園 認定こども園制度（国・都）

認定こども園制度（区）

小規模保育 小規模保育全般

小規模保育事業認可

小規模保育事業者公募
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～保育所委託契約書
常～保健福祉サービス苦情調整委員の申入れ書
保育の利用申込みの取り扱い
保育実施通知
個人情報の目的外利用
施設あて通知
常～日曜臨時窓口
情報の外部提供
保育園からの要望
保育園通園の継続手続について
国際電話
めぐろ区報
実習研修受け入れ
調査・回答
特例起案記号
年末保育
保育の実施の解除
継～延長保育の自主事業化に伴う事務処理の変更
継～定員をこえる緊急入所
育児休業給付金等申請用選考結果回答について
延長保育解除通知
区報原稿
公用請求
区民からの意見・要望
常～世田谷認定こども園
継～戸籍及び住民票に記載のない児童に関する保育所入所の取り扱い
調査･回答（平成２９年度）
障害児発達状況
常～育児休業明け予約制度
常～品川認定こども園
継～里親に委託されている児童の入所・保育料
常～保育料助成に関する要綱等
継～保育料等の滞納整理に係る事務処理要綱
継～転園申請に係る取扱いの特例
継～育児休業に関する法律の改正に伴う保育所既入所児童の取扱い
常～東京都及び国からの通知
立案請求
常～目黒区保育の実施要綱
常～目黒区保育の実施事務処理要領
常～保育所入所条例
常～認可保育所保育料等見直し検討委員会設置要綱
常～入所条例施行規則
常～　利用者負担額条例
常～　子ども・子育て支援法施行細則
継～目黒区延長保育事務処理要領
常～目黒区医療的配慮等が必要な児童の保育施設等利用検討会設置要領綱
常～目黒区居宅訪問型保育事業実施要綱
常～目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例
常～目黒区福祉事務所長委任規則
常～目黒区保育の利用調整に関する規則
常～延長保育スポット利用実施要綱
常～教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例
常～保育所条例施行規則
継～保育所入所措置却下（平成８年分）
常～審査請求（保育所入所不承諾）（平成１２年度分）
常～保育料決定処分に係る裁決書（平成７年分）
常～保育料決定処分審査請求（平成７年分）（あ行～さ行）
常～保育料決定処分審査請求（平成７年分）（た行～）
平成２９年度審査請求
常～審査請求
平成３０年度審査請求
継～平成１８年度会計実地検査
継～平成１８年度会計実地検査通知
継～会計検査院監査（平成１５年度）
保育施設利用申込説明会
申込説明会ポスター掲示依頼
認可保育園の空き状況について
継～育児休業に伴う入所措置

内定名簿 入所者内定名簿（不承諾通知含む）
入所申込取り下げ（起案）
管外協議取下げ（４月～９月）
管外協議取下げ（１０月～３月）
常～内定取り消し
入所申込取下届（１２月～３月）
保育所入所内定辞退届（起案）
保育所入所内定辞退届
入所申込取下届（８月～１１月）
入所申込取下届（４月～７月）
申請受理簿
保育実施児名簿（管内私立・管外公私立）
保育実施児名簿（祐天寺～八雲）
保育実施児名簿（駒場～中町）
常～業務報告取扱要領・記入要領
常～都業務報告に係る統計システム資料

保育課

保育の実施事務 実施状況

取下げ・内定辞退・解除

名簿

業務報告

保育の実施共通 保育の実施全般

入所調査資料

例規要綱

審査請求

会計検査院検査

申込説明会
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
東京都への業務報告
常～都への業務報告
継～保育所の入所人員･入所・退所状況､費用徴収階層別人員･措置費状況
(平成１７年度)
管外委託協議書発行簿
管外委託承諾通知

管外延長利用者 常～（個人名）
管外入所者（世田谷区） 常～（個人名）
管外入所者（品川区） 常～（個人名）
管外入所者（大田区） 常～（個人名）
管外入所者（渋谷区） 常～（個人名）
管外入所者（２３区・市部） 常～（個人名）
管外入所者（川崎市） 常～（個人名）
管外入所者（その他） 常～（個人名）
管外受託 管外受託協議書発行簿
管外受託 管外受託通知

支出命令書（人材派遣）
契約書関連（人材派遣）
人材派遣会社への抵触日通知
人材派遣会社からの報告書
債権者登録（新規）
契約書関連（発券機ロールペーパー）
支出命令書（発券機）
契約書関連（発券機）
システム保守
契約書関連（システム）
支出命令書（システム）
支出命令書（封筒）
契約書関連（封筒）
常～保育所入所管理システム選定参加者への配布資料
常～保育所入所管理システム提案についての費用
常～保育所入所管理システム提案受付資料配布
住基異動者リスト
情報課提出書類
情報照会依頼データ出力リスト
電子公印
保育所入所管理システム作業報告書
継～保育システム修正依頼
常　システム入替
常　保育所入所管理システムセキュリティ強靭化
常　保育所入所管理システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
常～保育所入所管理システムＡ社提出資料
常～保育所入所管理システムＢ社提出資料
常～保育所入所管理システム構築委託提案参加書
常～保育所入所管理システム採点
常～保育所入所管理システム選定・電子資料
要綱
施設等利用給付額決定
周知
子育てのための施設等利用給付認定
支出

児童台帳（町丁別） 常～（個人名）
就学解除(三田～五本木一丁目）
就学解除(緑が丘～東が丘）
就学解除(五本木二丁目～洗足一丁目）
就学解除(洗足２丁目～大岡山）
解除（２）
解除（１）
就学解除(駒場～中目黒）
継～収入未済分申請書
継～緊急一時保育料不納欠損
継～緊急一時保育料税外収入簿
継～緊急一時保育特例入所決定
継～緊急一時保育実績
常～収入未済繰越
常～緊急一時保育事業実施要綱
緊急一時保育利用料金歳入還付
緊急一時保育歳入調定（起案）
緊急一時保育受け入れ起案
納入済通知書
緊急一時保育特例申請
継～緊急一時保育資料
緊急一時保育利用申請書（７月～９月請求分）
緊急一時保育利用申請書（４月～６月請求分）
緊急一時保育利用申請書（１月～３月請求分）
常～緊急一時保育利用申請書
緊急一時保育利用申請書（１０月～１２月請求分）
緊急一時保育利用申請書（キャンセル分）
緊急一時保育利用申請書（受付中）
納入通知書
個人情報保護関連
助成券交付申請書
協定書
ベビーシッター利用支援事業実施要綱

保育課

緊急一時保育 緊急一時保育全般

緊急一時保育申請書

ベビーシッター利用支援
事業

全般

保育電算 保育電算全般

幼児教育・保育の無償化 全般

解除

管外協議 管外委託

管外受託

契約 人材派遣

発券機

システム関連

封筒関連

業務報告
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
都要綱
利用者状況報告書
対象者確認書交付申請
支給認定の遡及
支給認定
支給認定通知書兼支給認定証の交付
支給認定証発送済（起案済）
支給認定現況調査
支給認定却下通知
支給認定申請書不備あり
支給認定申請書入力済・確認済
支給認定申請書入力可能分
支給認定申請書確認済・交付前
立案請求
常～情報化推進委員会
常～サーバールーム
他課からの調査
個人番号の利用及び特定個人情報の提供調査
常　内閣府からの通知
特定個人情報保護評価書（PIA）
内閣府からの調査
その他
交付
支出
周知
調査
都補助金
様式
利用状況確認
申請書
常～家庭福祉員受託児童
常～家庭福祉員受託定員
継～家庭福祉員の見学
他課からの調査
東京都・２３区への調査、回答
汎用収納処理に係る委託契約
常～収入日計表
納付書兼納入済通知書・領収証書・原符　１０～３月
新型コロナウイルス感染症による特例
継～保育料減額基準表のうち条件番号１５に係る区長認定基準
継～保育料の免除
納付書兼納入済通知書・領収証書・原符　４～９月
管外受託児童に係る副食費通知
常～保育料証明書の発行
常～保育所の費用徴収制度の取扱い
継～保育料口座振替依頼書（平成１８年度）
継～保育料関係収納金口座振替収納事務取扱要領
継～指定金融機関名簿
継～口座振替検討資料
継～口座振替一般
継～口座振替（郵政）
金融機関からの通知
保育料口座振替依頼書の金融機関向けの発送について
口座振替済通知及び口座振替不能者への納付書の送付
口座振替結果データ
口座振替再引落リスト
納付書兼納入済通知書（保育園保育料磁気テープ口座振替用合計納付書）
自動払込総括表（４～９月）
自動払込総括表（１０～３月）
口座振替請求データ
口座振替（自動払込）の納付届
口座振替(一件取消)
口座振替処理に係る委託契約
調定内訳（１０月～３月）
継～過年度還付
納入通知書リスト
調定内訳（４月～９月）
継～還付未済
還付
調定
不納欠損
債権管理
継～保育料分納者リスト
継～分割納付
継～納付計画
保育料滞納者との交渉記録
督促状
契約依頼書
支出負担行為書
債権者登録申請書・変更届
科目更正書
支出命令書
減免等
利用者負担額変更

保育課

保育経理 調査

徴収金

口座振替

調定・還付

督促・催告・不納欠損

契約

利用者負担額関連

マイナンバー 全般

通知・調査

保育料助成 全般

家庭福祉員 家庭福祉員全般

ベビーシッター利用支援
事業

全般

子ども・子育て支援新制
度

支給認定
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
保育料階層決定

平成２７年度改定 常～文教・子ども委員会
平成２７年度改定 常～政策経営委員会・行革推進本部
平成２９年度改定 常～保育施設利用者負担額等検討委員会
平成２９年度改定 常～政策経営委員会・行革推進本部
平成３０年度改定 常～平成３０年度改定
平成３１年度改定 常～平成３１年度改定

支出命令書（一般需用費）
私立保育所決算資料
常～私立保育園における防犯カメラ等設置に係る補助金交付要綱
常～私立保育所　事故報告
常～目黒区私立認可保育所保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要
綱
東京都福祉保健局指導監査
保育対策等促進事業費補助金
防災備蓄物品購入費補助金
民間社会福祉施設設備改善整備費補助
運営費請求書　関連資料
契約依頼書（一般需用費）
施設機能強化推進費
私立保育所依頼
私立保育所全般
収支計算分析表の提出について
常～私立保育所　苦情処理
常～私立保育所　問合せ･回答
産・病休代替職員採用承認・支出
会計検査院　実地検査
夢花保育園（保育園舎の安全管理）
零歳児推進加算対象保育所指定通知書
地域活動事業費
夢花保育園（東京都事故報告）
東京都保育支援課からの調査
常～国・都の要綱・通知等
児童福祉法による保育所運営費国庫負担金
児童福祉法による保育所運営費都負担金
常～目黒区保育所運営費等補助要綱
常～目黒区私立認可保育所職員配置基準
常～他区私立保育所経費加算要綱等
私立保育所運営費支出（中目黒ちとせ）
私立保育所運営費支出（東が丘保育園）
私立保育所運営費支出（夢花保育園）
私立保育所運営費支出（目黒かえで保育園）
私立保育所運営費支出（野のゆり）
私立保育所運営費支出（油面ちとせ）
私立保育所運営費支出（緑丘保育園）
私立保育所運営費支出（蓮美幼児学園西小山ナーサリー）
私立保育所運営費支出（ｷｯｽﾞﾊｳｽ池尻大橋）
私立保育所運営費支出（ﾍﾞﾘｰﾍﾞｱｰ八雲）
処遇改善等加算（交付･実績等）
常～管外私立保育園　口座振替依頼書
差額精算
私立保育所運営費支出
民設民営化園に係る運営費補助金
常～各種加算　所長設置加算　要件資料
常～各種加算　賃借契約書
公定価格　各種加算
債権者登録申請・変更届
私立保育所運営費過年度返還金
私立保育所運営費支出（BunBu）
私立保育所運営費支出（くれよん保育園）
私立保育所運営費支出（さくらさくみらい都立大）
私立保育所運営費支出（さくらさくみらい目黒）
私立保育所運営費支出（どろんこ）
私立保育所運営費支出（にじいろ自由が丘）
私立保育所運営費支出（にじいろ自由が丘目黒通り）
私立保育所運営費支出（のぞみ保育園）
私立保育所運営費支出（まなびの森保育園目黒）
私立保育所運営費支出（ゆらりん下目黒）
私立保育所運営費支出（アスクやくも保育園）
私立保育所運営費支出（アスク上目黒）
私立保育所運営費支出（アソシエおおとり保育園）
私立保育所運営費支出（アソシエ下目黒保育園）
私立保育所運営費支出（アソシエ柿の木坂　マミー保育園）
私立保育所運営費支出（アソシエ柿の木坂保育園）
私立保育所運営費支出（アンジェリカ目黒本町）
私立保育所運営費支出（キッズガーデン中目黒）
私立保育所運営費支出（コビープリスクールかみめぐろ）
私立保育所運営費支出（スクルド）
私立保育所運営費支出（ポピンズ）
私立保育所運営費支出（モニカ）
私立保育所運営費支出（管外私立保育園）
私立保育所運営費支出（桑の実保育園）
私立保育所運営費支出（桜のこみち保育園）
私立保育所運営費支出（双葉の園保育園）

保育課

私立保育所運営費

保育料改定

私立保育所 私立保育所全般

負担金

目黒区保育所運営費等
補助要綱

私立保育所運営費

保育経理

利用者負担額関連
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 令和元年度 行政情報目録 （子育て支援部 保育課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
調査回答 各種調査

公立保育所運営費 公立保育所運営費 公立保育所運営費請求・支出
認定こども園運営費 認定こども園運営費 認定こども園運営費支出（管外）

私立保育所法外援護費支出
常～私立保育所法外援護実施要綱
処遇改善等加算（交付･実績等）
処遇改善加算適用申請資料

居宅訪問型保育事業運営費居宅訪問型保育事業運営費支出
キャリアアップ補助金（地域型）平成３０年度キャリアアップ補助金実績確定

子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業補助金
子ども・子育て支援全国総合システム
常～子ども・子育て新システム国の通知類
常～子ども・子育て新システム都の通知類
常～こども指針ワーキングチーム資料
常～基本制度ワーキングチーム資料
常～子ども・子育て新システム検討会議・作業グループ資料
常～幼保一体化ワーキングチーム資料

子ども・子育て新システム
検討

子ども・子育て新システム検討会議

保育課

私立保育所法外援護費 私立保育所法外援護費

地域型保育運営費

子ども・子育て新システム
全般

子ども・子育て新システ
ム全般

私立保育所運営費
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